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芸術化する医学博物館
─フィラデルフィア医師協会
　ムター博物館における改革

1. はじめに
　本研究は、全米初の医学博物館・ムター博
物館（Mütter Museum）を事例として、ミュー
ジアムにおける身体の展示倫理を考察するも
のである。研究は次のような立場からなされ
る。すなわち、ミュージアムや展示を単に「既
存の美意識や価値観を公衆に伝える中立的
な装置」として理解するのではなく、「様々な立
場の主体（actor）の関わりを通じて文化的意
味や権力関係が構築される、能動的かつ政
治的なプロセス」として理解する視座である。
1990年代以降のミュージアム研究における潮
流の一つと言えるこの「ミュージアムの政治学」
アプローチ＊1を立脚点として、ムター博物館
が、運営改革を通じて、自らをいかなる存在と
して社会に発信するようになり、芸術の語りを
いかに利用してきたのかを考える。「蒐集され
た遺体」という、倫理的に繊細な対象を公共
の場に展示する行為や、それらを一種の「芸
術」として展示する行為にいかなる困難が生
じるのか。本研究が、展示倫理が潜在的に抱
える課題について考える一助となればと思う。
　考察は、博物館の歴史を辿りながら進める。
とくに、人体展示が「ミュージアム」という場で
行われてきたことの意味に注目する。その理
由は、科学や芸術教育の現場であり、同時に
公共空間でもあるミュージアムの特徴が、本事
例では極めて重要な意味を持つと考えるため
である。さらに、コレクションの永久保管庫とい
う理念を持つミュージアムを見ることで、人体の
取り扱いについて、より長い期間で歴史・変遷
を把握する視座が得られよう。この特徴は、イ
ベントや展覧会という一過性のメディアと異な
るところである。ミュージアムを対象とすること
で、ミュージアムとコレクションの意味が連動し
て変化する関係性を捉えることが可能になる
のではないだろうか。

2. ムター博物館の概要
　ムター博物館は、1863年、アメリカ合衆国
ペンシルヴェニア州フィラデルフィアに創設さ
れた全米初の医学博物館である［図①］。そ
の前身は、運営母体であるフィラデルフィ
ア 医 師 協 会（College of Physicians of 

Philadelphia1787年設立)に参加していたト
マス・デント・ムター博士（Dr. Thomas Dent 

Mütter）が、協会に寄付した人体標本や模
型、医療器具などの解剖学・病理学のコレク
ションである。博物館は、中心市街地の西端
であった13番街・ローカスト通りに建設された
＊2。斜向かいには、ベンジャミン・フランクリン
によって開かれたフィラデルフィア図書館協会
（Library Company of Philadelphia）

庫よりは病床・実験室が優先されていたのであ
る。だが一方、ムターのコレクションでは「博物
館」という制度が採用された。そのため、公開
という理念が強く意識されたのである＊6。この
ことにより、ムター博物館は「医学コレクション
公開型の博物館」の先駆けとなったのである。
　公共性や「アメリカ市民」教育の理念は、開
館当時、博物館の方針として明確に明文化さ
れてはいない＊7。しかし次節で見るように、のち
には改革の核心として打ち出されることになる。

4.  新たな来館者層と学芸員ウーデンの改革
　このように、開館当初、医学研究の専門的機
関であり、かつ、その知識を公衆に向けて公開・
宣伝する施設としての理念を持っていたムター
博物館であったが、実際の利用者は主に医学
の専門家だったようである。年次報告の利用
者に関する議論によると、この遠因は、利用の
際の煩雑な申請手続にあったとされるが＊8、煩
雑さが改善されぬままであることが物語るよう
に、本質的には、博物館側がそもそも研究に
比べてコレクションの公開に重点をおいていな
かったことが原因であるように思われる。
　これに対して、1970年代に転機が訪れるこ
とになる。来館者動員に重きをおく経営的な
要請が内外から起こり、1975年前後から大々
的な運営上の改革の第一弾が計画されること
になったのである。背景には、第一に、博物館
運営に関する変化があった。この時期の博
物館の年次報告やフィラデルフィアの地域雑
誌を見ると、セールスマンや工場労働者など、
従来の医学従事者ではない観客が増加した
ことに関して大々的な考察が行われはじめて
いる＊9。こうした来館者層の変化に応じて、博
物館運営のコミッティメンバーたちも、非専門家
に向けた方針を打ち立てた改革の必要性に
ついて活発に議論し始めている。
　さらに二点目として、1976年のアメリカ建国
二百年祭に合わせ、フィラデルフィア市が歴史
観光都市として転身を図ったことが契機となっ
た。この年、全国各地で建国から二百周年を
記念する催しが起こっていて、旧都としての歴
史を持つフィラデルフィアもまた、前年から大き
な盛り上がりを見せていた。1976年にはフィ
ラデルフィア市の観光局も一般向けの発行し
た観光地紹介の出版物のなかで、ムター博物
館を紹介している＊10。
　第一に、来館者の変化と要請、第二に、契機
としてのアメリカ建国二百年祭。これらを背景
として改革事業が進められることになる。その
立役者となったのが、1974年に学芸員補佐
に着任したグレッチェン・ウーデン（Gretchen 

Worden）だった［図②］。

やペンシルヴェニア歴史協会（Historical 

Society of Pennsylvania）が位置し、一種
の文教地区のようになっていた。
　1811年3月9日、ヴァージニア州リッチモンド
で生まれたムター博士は、1831年にフィラデル
フィアのペンシルヴェニア大学医学校（School 

of Medicine）を卒業した＊3。本校は、1765

年に創設された全米初の医学校である。卒
業後すぐに、ムターは当時の医学先進国フラン
スへ渡航する。20歳の時である。パリ大学
医学部で一年間、ヨーロッパ、とりわけフランス
で盛んだった病理学に基づく外科・解剖学を
学ぶ。当時のアメリカでは多くの州法で遺体
の解剖が違法とされ、研究は困難を極めた。
医師が墓を暴くような事例も多発した＊4。パリ
留学の間、ムターは解剖学や病理学に資する
模型や標本などを大量に集め、それらを本国
に持ち帰りアメリカ医学の発展に大きな貢献を
果した。帰国後、1841年には同じくフィラデ
ルフィアにあるジェファソン大学の医師として勤
務を始め、臨床・研究に従事する。その17年
後、病を患った際にこれらの医学コレクションを
協会に寄付したことが、ムター博物館の起こり
となった。

3. 公共博物館としてのムター博物館
　フィラデルフィア医師協会は、最新の医学
的・科学的知識、及び、医学コレクションを共有
することを目的とした互助組織であった。当
初、その利用は、協会所属の医師・医学生に
限定されていた。しかし、ムター博士のコレク
ションが「博物館」という形をとる段になって、ム
ター博士の遺志により公衆(the public)へ公
開されることが決まったのである。
　当時のアメリカにおいて、ミュージアムが啓
蒙・教育を意識することは特殊なことではな
かった。南北戦争の余波からアメリカ市民の
教育という理念が強く意識され始めていた。
1870年にはすでにメトロポリタン美術館が開
館したことがこの空気を如実に表している。 

文化史家キャロル・ダンカンは『美術館という幻
想』のなかで、メトロポリタン美術館、シカゴ美術
館、ボストン美術館という南北戦争後に創設さ
れた三つの美術館の事例から、19世紀後半
のアメリカにおいてミュージアムが「市民」という
概念を育成する装置であったことを論じている
＊5。当時のアメリカのミュージアムは、明白な目
的意識をもって、啓蒙的に「市民」概念を育成・
教育していたのである。しかし、こと医学コレク
ションに関しては、ムター博物館は先駆的な事
例であった。19世紀後半の当時、多くの医学
資料への門戸は閉じられていた。当時の病院
や医学校では、資料の公開よりは研究が、保管

＊1 ミュージアムの政治学は、より広いカテゴリーとしては
「新しい博物館学（new museology）」 の一分野であ
る。両語の定義は様々だが、以下の議論を参考に要約す
れば、「1990年代前半から盛んになってきた、文化研究、
文化社会学や文化史的なアプローチからミュージアムの
理解を試みる研究領域」とまとめられよう。Peter Vergo 

ed. The New Museology London: Reaktion 

Books 1989; Bettina Messias Carbonell Museum 

Studies: An Anthology of Contents Oxford: 
Blackwell Publishing 2004; Janet Marstine 

“Introduction” New Museum Theory and 

Practice ed. Janet Marstine Oxford: Blackwell 
Publishing 2006 pp.1-36; Sharon Macdonald 
“Expanding Museum Studies: An Introduction” 
A Companion to Museum Studies ed. Sharon 
Macdonald Oxford: Blackwell Publishing 2006 

pp.1-12.
＊2 1909年、ムター博物館は、現在と同じ22番街・チェス
ナット通りとマーケット通りの間の一角に移転した。フィラ
デルフィア市は、1901年に市庁舎が建設されたことで市
街地が大幅に西側へと拡張した。新しい立地は新市街地の
最西端である。
＊3 本節の記述は、公式カタログGretchen Worden 

Mütter Museum: Of the College of Physicians 

of Philadelphia New York: Blast Books 2002、及
び、ムター博士に関する唯一の伝記Christin O’keefe 

Aptowicz Dr. Mütter’s Marvels New York: 
Gotham Books 2014による。
＊4 Aptowicz Ibid p.15.

＊5 Carol Duncan Civilizing Rituals: Inside Public 

Art Museums London: Routledge 1995, pp.47-71
（『美術館という幻想』川口幸也訳 水声社 2011）

＊6 Worden Ibid 10;また、他国の事情を見ると、アメリ
カに先立って医学資料が一般に公開されたイギリスでは、
公衆への開放が平等な教育を実現する一方で、科学的な
資料を好奇の目に晒す危険性があるとして、当初から課
題となっていたようである。例えば、リバプール解剖学博
物館は、すでに1851年に来館者の問題で頭を抱えてい
る。娯楽を求める大衆と科学教育の理念のギャップは、
医学博物館が積極的に一般公開に向かわなかった一つの
理由であるように思われる。また別の事情としては、博物
館の種類の多様化も関連している。当初医学博物館が
対象とした「公衆public」とは、医学関係者ではないもの
のエリート層だったようだが、次第に労働者を含む階層へ
の公開が進むと、それまで門戸を閉ざしていた市立博物館
（civic museum）が医学コレクションの公開を始めた。
すると、取って代わるように医学博物館は非公開へ向かっ
た。およそ19世紀後半のことである。Joseph Kahn 

Catalogue of Dr.Kahn’s Anatomical Museum 
London: Golbourn 1851; Joseph T. Woodhead 

Descriptive Catalogue of Liverpool Museum 

of  Anatomy  Liverpool:  Matthews 1877; 
Maritha Rene Burmeister "Popular Anatomical 

Museums in Nineteenth-Century England" PhD 

thesis Rutgers University 2000; Samuel J. M. M. 

Alberti Morbid Curiosities: Medical Museums in 

Nineteenth Century Britain New York: Oxford 
University Press 2011 pp.163-74.
＊7 初期のムター博物館に関する文書資料は、後代と比較
するとさほど議事録などが残っているわけではない。そ
のため、「アメリカ市民」育成の方針は開館当時から明確に
議論されていた可能性は十分にある。この点は史料探索
の余地が残された。他方で、ダンカンはメトロポリタン美
術館を例にとり、当時のアメリカのミュージアムは、理念上
は「民主的に開かれた教育機関」である一方で、現実には、
積極的な動きを見せておらず（開館後20年以上、多くの労
働者が訪れることができる日曜日を休館日としていた等）
むしろ、上流階級と文化人に特権を与える排他性が強く、矛
盾を孕んだ存在だと指摘する。ムター博物館の初期の消
極的な姿勢は、このミュージアムの二重基準とも重なると
ころがある。Duncan Ibid pp.56-71.
＊8 Ella N. Wade “Visitors to the Mütter 

Museum” Transactions and Studies of the 

College of Physicians of Philadelphia Fourth 
Series no.12 1945 pp.40-43.
＊9 Anonymous “139 Heads are Better than 

One” Philadelphia Magazine vol. 60 1969: p.41; 
Fred B. Rogers, “Annual Report of the Mütter 

Museum and College Collections” Transactions 

and Studies of the College of Physicians of 

Philadelphia Fourth Series no.37 1970 pp.336-
338.
＊10 Philadelphia Convention and Tourist 

Bureau 1974 Official Philadelphia Visitor and 

Convention Guide Woodland Hills, CA: Visitor 
and Convention Publications 1974.

小森真樹
テンプル大学歴史学部

図①現在のムター博物館。右手奥にキャッチコピー「気味
が悪いほど勉強になる（Disturbingly Informative）」が
掲げられている。［筆者撮影 2016年8月］

図②晩年のグレッチェン・ウーデン（1947-2004）。公式カ
タログプロフィール写真より。（Mutter Museum 2002）
提供：Laura Lindgren
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知識をよりわかりやすく、より楽しめる形で見せ
る方法を採るようになるのは必然だろう。
　この時期、毎年度報告されている記録を見
ると、改革計画の具体的な中身としては、内
装やスペースの利用など建築面の改装が実
施されている。このとき、理念として掲げられ
たソフト面が、ハード面によって具現化しはじ
めたと言えよう。細部の技術や症例を学ぶた
めに訪れる医療の専門家ではなく、一般の来
館者が、展示を通じて医学とは何かを学ぶた
めには、心地よい空間が必要だと考えられた。
1977年10月の記録では、レセプションや寄付
を募るイベントを開くためのホールの設置、研
究実験室やオフィスの特設、図書館やコレク
ションを補完する倉庫の充実、そして展示室
の改革が行なわれている＊13。展示室は、モノ
の見え方を意識したスペースに設計し直され
た。展示の美しさに見とれ、奇抜さに驚く、そ
のようなインパクトが重視された。1986年11

月、一年間の改築を経てムター博物館は大々
的にリニューアルオープンした［図③］。

5. 芸術化する医学博物館
　改革が進行するに連れ、一般の人々に向け
た様々な工夫がなされた。広報の充実、グッ
ズの商品開発など、普及のために娯楽性が高
められた。とりわけ、来館者を惹きつけるため
に、 コレクションや博物館に美的・芸術的な価
値を付与する方針が定められた。具体的に
は、次の四つの方法に大きく分けられる。順に

からは、ムター博物館の変化がより鮮明に見え
てくる。
本博物館は、一義には医学関係者、医学
生、および教育機関としての医療専門家の
同盟に資するものだが、医療の提供と公衆
の健康への関心の必然の結果として増加
しつつある、一般市民の関心へも資するも
のである。こういった長らく続いてきた課題
と新しい課題の両方を達成するために、ム
ター博物館、及び、協会のコレクション委員
会は、博物館に必要なことを学び、喫緊の課
題に取り組んできた。そしてそれらが完遂
された暁には、本館は、所蔵する歴史的なコ
レクションに対して寄せられる旧来型の要望
にも、〔一般市民からの〕変化しつつある要
望にも共に応えることができ、そのことで同時
に、〔医学〕関係者にもより良く役割を果すこ
とになろう。
The museum serves  pr inc ipa l ly 

the medical community, students 

and allied health professions as a 

learning center, but is of increasing 

interest to the general public as a 

corollary of the public interest in 

matters pertaining to health and 

the delivery of health care. To meet 

these traditional and new challenges, 

the Mutter Museum and College 

Collections Committee has studied 

the Museum needs and developed 

a series of high priority projects 

which, when completed, will enable 

the Museum to better serve the 

community and meet the old and 

changing needs  of  th is  h is tor ic 

collection.＊12

ここではより具体的にアメリカ市民、それも一
般層への教育を目指すことを明確にしている。
専門的な医学知識への公衆の関心が「必然
の結果として」生まれていると強調し、公開の
目的がアメリカ社会全体に資するものだという
ことが示される。
　他方で、展示がより市民の関心に基づくもの
に作り替えられていくなかでも、創設以来の医
学博物館としての地位が改めて強調されてい
る。「一般市民（general public）」という言葉
を用いて専門家と対比させながら、ムター博物
館が医学の専門機関であり、そのコレクション
が科学的・医学的に真正なものであることが、
ここで改めて確認されている。
　ここで重要なのは、このとき語られた「医学
的専門性」の意味である。誰に向けて、誰に
とっての専門性なのか。それは、主たる対象＝
アメリカ一般市民にとっての「専門性」である。
すなわち、当時の医学界にとって必要な医学
の専門知識・技術ではなく、一般的なアメリカ
国民が、医学の専門知識を初学者として学ぶ
知識である。これに従えば、畢竟、専門的な

　1982年には正規の学芸員となるウーデン
は、計画立案時から学芸員エリザベス・モイ
ヤー（Elizabeth Moyer）の右腕として、この
計画を進めてきた。1975年にまとまった草案
には改革目的がこう謳われている。
過去200年に渡りアメリカ合衆国市民の健
康と福祉の発展に貢献してきた、医学による
進歩を顕彰すること
To show advances made by medicine 

which have improved the health and 

well-being of the American citizen 

over the past 200 years.＊11

つまり、従来は専門家への医学的貢献が主眼
であった博物館の性格が、市民に向けた医学
の社会的貢献の宣伝へと公式に変化する転
換点となったのが、このときの改革だった。草
案で目立つのは、「アメリカ合衆国市民の健康
と福祉」という文言である。先に見た通り、こ
れ以前にもムター博物館は、19世紀のアメリカ
の博物館として市民公開型の理念を持ち、す
なわち、「人々を『アメリカ市民』として啓蒙的
に教育する装置」という特徴を備えていなかっ
たわけではない。だが、公式な文書にその目
的が明示されたのは、建国二百年祭がきっか
けであった。記念的事業を契機として、ムター
博物館の歴史が遡及的に描かれたのである。
　さらに1979年以降の計画書を見ると、宣言
がより具体的な形に修正される。計画の目的

＊11 College of Physicians of Philadelphia “A 

Reform Plan, March 18, 1975” Collection of 

Mütter Museum Records Box 23-Folder 5. 以下
College of Physicians of PhiladelphiaはCPPと記載
する。
＊12 CPP “Renovation Plans, 1971-1979, March 

1979” Collection of Mütter Museum Records 
Box 23-Folder 5.以下、〔　〕内は引用者による補足。
＊13 CPP “Renovation Plans, 1971-1979, October 

1977” Collection of Mütter Museum Records 
Box 23-Folder 5.

図④ヒルトル博士の頭蓋骨コレクション。写真家のアー
ン・スヴェンソンによる写真。カタログカバーにも使用され
た。（Arne Svenson“Untitled No.19”1990.）
提供：Laura Lindgren

図③改革後の展示室。地階の展示ケースが大幅に間引かれて展示物のインパクトが重視された。［George Widman撮影 2009年］提供：Mutter Museum

図⑥ コレクション・ハイライトの結合双生児。（Mutter 
Museum 2002 p.111） 提供：Laura Lindgren

図⑦ 博物館オリジナルグッズで、結合双生児シリーズの
クッキー型。［筆者撮影 2016年8月］

図⑤展示室に入ると現れるヒルトル・コレクション。［George Widman撮影 2009年］ 提供：Mutter Museum
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イナー兼編集者のローラ・リンドグレン（Laura 

Lindgren）とこの事業を企画し、活躍中の芸
術家・写真家たちを起用してコラボレーション
作品を制作してきた。［図⑪］は、写真家のウィリ
アム・ウェグマン（William Wegman）による、
医学標本を撮影したコラボレーション作品であ
る＊15。蝋人形で作られたチフス症例の足の
上に、彼の作品にしばしば登場する愛犬チッ
プがその足を置き、接ぎ木するような、あるい
は、四肢のひとつに見えるようなイメージが捉え
られている。犬という存在は、「人間のパート
ナー」としての歴史を持ち、近年では「愛玩動
物（pet）」ではなく「伴侶の動物（companion 

animal）」と呼ばれたりもするが、作家の愛犬
を撮影した本作は、人間と犬がパートナーとして
「欠損」を補い合う社会を描写しているという
解釈も可能だろうか。いずれにせよ、本作はカ
レンダーの一頁として人気を博した。
　カレンダー以外の例では、2011年には、ス
トップモーションアニメーション映画の監督とし
て著名なクエイ兄弟による企画が持ち込まれ
た。ムター博物館を題材にドキュメンタリー映
画が撮影された。本作品は、医療器具、献
体、医学書を画面上で動かしながら撮影して
アニメーション化し、驚異と好奇の映像美学に
よって、医学のコレクションを耽美な画面に収
めている。
　クエイがミュージアム自体を美の対象とした
ことは、ムター博物館自体の美的価値を高める
プロデュース効果があったろう。本作には、コ
レクションやスタッフたちが登場しながらも、そ
れが曖昧で詩的な物語仕立てになっている。
こうしたドキュメンタリーともフィクションともつか
ない映画のつくりは、ムター博物館を、来館者
にとって芸術的で幻想的なものとして演出する
に足りるだろう。
　このように四つの点から改革後の事業を分
析してみると、総じて医学の芸術化という特徴
が見られる。では、より具体的には運営者た
ちはコレクションにどのような意味を与えてい
たのだろうか。公式カタログのテキストに書か
れた文章からそれをうかがい知ることができ
る。ウーデンは館の方針とコレクションを説明
しながら、「このような身体は確かに醜い。し
かしその一方で苦痛に耐え抜くことを強いられ
る精神──とくに過去にはそれらは効果的な
扱いも治療もなく死んでいくまで長きに渡り苦し
みに晒され、恐ろしいものとして見なされてい
た──こうした精神のなかで恐るべき美しさを
持っている」と述べる＊16。展示物を芸術品と
して演出する方針は、異形の身体が辿った数
奇な人生を「美しさ」として美化するこの語りに
象徴されている。

集められたもので、 展示室に入った途端、横
並びに配置された全貌が一覧できる。というよ
り、それが目に付かざるを得ないほどに壁一面
に広げられている［図⑤］。一瞥しただけでその
壮観な印象に目を奪われるこの展示に見られ
るように、改革では展示物における芸術性がひ
とつの柱となっていた。
　また、［図⑥］はコレクションのハイライトとされ
る結合双生児（conjoined twin）、いわゆる
「シャム双生児」である。このように、目玉とな
る展示物が選定される作業があり、それらはカ
タログ、広告から講義やグッズでも様々なところ
で印象的に用いられる。つまりムター博物館
の一種の「アイコン」とされたのである。［図⑦］

に示したのは、アイコンとしてポップにデザインさ
れた双生児のグッズである。
　その他、最新版の公式出版物にハイライトと
して選ばれたコレクションを挙げてみよう。表
紙にはヒルトルの頭蓋骨、「シャム双生児」という
名の由来ともなった有名な結合双生児ブンカー
氏の石膏像、巨大な角状の腫瘍が額に現れた
症例の蝋人形、 首の部分に腫瘍が象られてい
る古代ギリシャ＝ローマ彫刻トルソ、眼科手術の
目の部分を切り出した模型、リンパ腺を可視化
した外科模型、赤く染められた心臓の標本、中
国の纏足と靴など、どれも一目で惹きつけられる
物品が選ばれている。この小さなカタログに使
用された写真それ自体、極めて美しい。

5-2. ディスプレーによる美的な演出
　改築の記録からは、モノの見せ方にも配慮
がなされたことがうかがわれる。専門家向け
でない解説キャプション、ケースや照明、絨毯
敷きなどが丁寧にデザインされた。
　開館当初の旧館と移築した後の新館の展
示室の様子を比較すると、モノの見せ方に意
識が払われているのがよくわかる。旧展示室
には、整頓されてモノが並び、各展示ケースに
はモノの種類ごとに資料が分類される。キャ

ビネットは展示室の四壁面にほぼ沿った形で
配され、部屋の中心に展示物を置くことが避け
られている。壁面は三階建てだ。人骨のセ
クションでは、各個体が容易に比較できるよう
に横並びに配置されている。来館者を展示
の物語に導く動線や、視覚効果はなるべく廃
され、いかにも客観的で科学的な資料展示と
いう趣である。一方、現展示室では、来館者
が部屋に足を踏み入れると［図③］、一階と地下
が見渡せて、印象的な展示物が同時に目に入
る。正面にはヒルトル頭蓋骨が、ぐるりと一周
して下の階に降りればハイライトの展示物が
次 と々現れる［図⑧］。モノは種類や用途別とい
うより、ランダムに視覚的なインパクトを持たせ
た配置である。整然というより混沌とした空間
設計によって、見る者は、目線を目まぐるしく動
かすことになる。改革のときに設えた赤い絨毯
と照明も効果的に、クラシックで美しい空間を
演出する。博物館の新旧の歴史は、懐古趣
味的に連続しているようにも、審美的に進化し
ているようにも感じられる。
　［図⑨］は、近年登場した展示物のひとつであ
る。「納骨堂展示（ossuary exhibit）」と名付
けられたそれは、モノの意味（＝骨の部位）で
はなく、その形状によって分類、配置されてい
る。展示デザインを用いることで、伝統的には
モノを知識・情報主体で見せていた博物館展
示に美的な文脈を導入して、来館者がモノを
見る先入見を取り除き、思考を引き出す方法と
して機能していよう＊14。こうしたディスプレー
上の美的な工夫も随所に見られる。

5-3. 医学コレクションによる美術展
　こうした演出の多くは1986年のリニューア
ルまでに行なわれた。さらに1990年代半ば
以降、医学コレクションによる美術展が企画さ
れていく。医療器具や写真のコレクションの
なかから美的なものが選ばれ、企画展が行わ
れた。いわば医学の芸術化が目指された。
［図⑩］はこうした観点から編まれたムター博物
館の医療写真カタログに取り上げられた外科
体内図である。本来は医学的な利用のため
に作成された図版であるが、そこに見られる工
夫は「身体の内部を見る」外科学のシステムを
具現し、視覚的に強い印象を帯び、ある種の
芸術性を与えている。

5-4. 芸術家とのコラボレーション
　こうして医療写真や医療器具が美的な観
点から再評価される一方で、ムター・コレクショ
ンによる作品制作を芸術家に依頼する企画が
立ち上がる。きっかけは博物館のカレンダー
事業だった。1989年頃からウーデンは、デザ

説明したい。
5-1.代表的なコレクションの選出
5-2.ディスプレーによる美的な演出
5-3.医学コレクションによる美術展 

5-4.芸術家とのコラボレーション 

5-1. 代表的なコレクションの選出
　まず、二万点を超える多くの展示物から、代
表的なものが慎重に選び出され、展示室内で
効果的に配置されていった。大量のコレクショ
ンから限りある展示スペースに常設する代表
作を決めていくわけだが、そこで選ばれた展示
物には共通してある特徴が見られる──それ
は、「好奇心をそそり、なおかつ美的なモノ」で
ある。
　［図④］は、代表的なコレクションの一つ、
1874年にウィーンの医師ヨーゼフ・ヒルトルの
集めた頭蓋骨コレクションである。本来このコ
レクションは、比較する目的で139体の骸骨が

＊14 東京大学総合研究博物館館長で博物館工学を提唱す
る西野嘉章は、過去のものとなった物品を再び現在のニー
ズへと接続する「リデザイン」の例として、この展示と類似
した実践を行ってきた。西野嘉章『モバイルミュージア
ム　行動する博物館：21世紀の文化経済論』平凡社新書
2012年 pp.173-74。
＊15 ウィリアム・ウェグマンは、犬を題材にした作風で知
られる美術家。ポンピドゥーセンターからMoMA、スミ
ソニアンなど大型ミュージアムに作品がコレクションさ
れる一方で、子供番組セサミストリートで、犬が衣服を着
て人間を演じるシリーズを制作するなど、高級芸術から
大衆文化の領域まで幅広く活躍する。http://www.

wegmanworld.com/［2016年8月5日閲覧］
＊16 Worden Mütter Museum 2002 p.4.

図⑩ 19世紀後半の外科図版。
人体内部の構造が開示されている。
（Mutter Museum: Historical Medical

 Photographs 2007 p.215）
提供：Laura Lindgren

図⑨改革後の目玉展示のひとつ「納骨堂展示（ossuary exhibit）」の
「狡猾な骨（Artful Bones）」［筆者撮影2012年12月］

図⑧階下のハイライト「比較と対照：巨人と小人と標準の人骨 （Compare and Contrast: Giant, 

Dwarf and Average Skeletons）［George Widman撮影 2009年］ 提供：Mutter Museum
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を（やや強引であるものの）示しながら、「制作
当時は芸術と思われていなかったこれらの作
品は、いまやそう認識されている」と位置づけ
る。
　このように、展示・学問の双方から歴史が積
み重なることで、ムター博物館に対して芸術的
な価値を見出す後代の活動も現れてくる。ヘ
ルウェグや先のクエイ兄弟、クリーブランド美術
館などは好例である。それらが層のように蓄
積されていくことで、ムター博物館とそのコレク
ション自体の芸術的な価値も更なる高まりを見
せるという相乗効果が起きているのである。

6. 改革の結果と経営の成功　
　「医学専門家から一般市民へ」というター
ゲットの変化に基づく改革を通じて、全米初の
医学博物館という由緒正しきミュージアムの医
学コレクションは、「アメリカ社会における医学
的進歩の達成」という物語を携え、さらに「芸
術や美という価値」というパッケージを与えられ
て変容を遂げた。この結果、ムター博物館は
観光施設として大成功を収めるに至る。
　実質的に来館者数に貢献したのは、二度
目の大規模な改革の成功だった。1992年
1月から1995年1月まで、「三カ年計画」と名
付けられた、外部評価機関を導入した査定

る。これらのエスタブリッシュメントな美術館に
おいて医学資料が美的価値を認められたこと
で、ムター博物館は後ろ盾を得ることができ、医
学「美術館」として展開することが容易になっ
たといえよう。そして医学芸術コレクションとし
て、ムターが名だたる存在になったのちには、
もはや「ムターのコレクション」が美術館で展示
されるようにもなる。2010年にはクリーブラン
ド美術館（Cleveland Museum of Art）で
ムターのコレクションと芸術家たちのコラボレー
ション作品によるAnatomia Aesthetica展が
開かれた＊22。
　このように展示の現場で医学の芸術性に関
する評価が高まる一方で、文化・芸術を扱う学
問の変化も、こうした医学文化の芸術化を後
押ししたということができる。ニューアートヒスト
リーとは、美術史を制度として批判的に検討す
ることで、作品や「主義（ism）」を線的に羅列
する歴史を乗り越えようとした美術史の動向で
ある＊23。結果的に、これまで「美術品」と見な
されてこなかった芸術的物品を芸術論の埒内
で検討する研究を生むことになった。
　また、「視覚文化論」とは、一般化を恐れず
にいえば、従来の美術史学・芸術研究、およ
び、それらが学問領域として支配的であった
状況を批判的に捉え、主に「視覚（性）」の批
判的・構築主義的な検討を重視した、多岐に
わたる学問領域の緩やかな集合体と説明す
ることができる。この言葉に関して定義や枠
付けを試みる多くの論者が、明確な定義の不
在を口にするように、どの点から特徴づける
か強弱はあれ、概ねこのようにいうことはでき
よう＊24。1990年代前半にこの分野が盛んに
なった頃から、視覚文化論というひとつのまとま

りを持つことで、映画研究、写真論やメディア
研究などの比較的新しい隣接領域の研究間
での交流が促進した。
　こうした学問領域の拡張は、結果として、医
学に美的な価値を追求する理論的な柱を提
供してきたと考えられる。事実、ムター博物館
でもこうした視覚文化論的な手法を用いて展
覧会を文脈化している。例えば、医学の学位
も持つ写真家で、ムターのコレクションを撮影
してきたマックス・アギレラ＝ヘルウェグ（Max 

Aguilera-Hellweg）は、ムターが所蔵する19

世紀の医学写真をまとめた公式カタログの冒
頭に短い論考を寄せている。そこで彼は、極
めて視覚文化論的な議論を展開する＊25。彼
は、従来は美術品として評価されてこなかっ
た19世紀の医学写真は、絵画から写真へと
至る視覚技術の展開を辿ることで、科学と芸
術の交差する表現として高い芸術性を帯び
たものと評価できるとする。そして、19世紀
初めから半ば、写真黎明期の時代に撮影さ
れたコレクションから作品を選び、絵画史に
位置づける。例えば、アメリカの画家トマス・
エイキンスが1875年に外科手術の様子を描
いた代表作『グロス・クリニック』におけるレン
ブラントからの影響を指摘して美術史的な発
展を示した上で、それらを1884年にフィラデ
ルフィア総合病院（Philadelphia General 

Hospital）で撮影された手術写真の構図へ
と結びつける［図⑫-a，b，c］。
　また別の例では、画家ドミニク・アングルによ
る二つの作品を様々な医療写真の評価に接
続している［図⑬-a，b］。1808年制作、ルーブル
美術館に所蔵された「シンプルだが官能的な
背中の描き方」を持つこれらの作品と、症例を
撮影した写真との類似点を挙げながら、当時
の初期写真が絵画の美学を参照してきたこと

　付け加えておくと、何もこうした医学の芸術
化というのは、ムター博物館に特有のものでは
ない。芸術において医学的な要素を用いる
手法、あるいは、医学における芸術性を評価す
る試みには、ムターの試みと並行する歴史的
な背景がある。実質的なコレクションとしては
「医学芸術（ars medica）」と呼ばれて展覧
会などが開かれてきた。また学問領域として
は「ニューアートヒストリー」および「視覚文化論
（visual culture）の隆盛がこの種の評価に
貢献していよう。
　医学芸術のコレクションは、1948年、同地
のフィラデルフィア美術館において先駆的に蒐
集事業が開始されたとされる＊17。1976年に
は、出版物を中心に137点の医学芸術の展覧
会が開かれており、欧州の美術館へと巡回し
た＊18。さらに、1989年4月には、ウィーン市歴
史博物館でのWunderblock展＊19、1989年
3月から1993年3月までフィレンツェ、パリ、マド
リードを巡回したFabbrica del pensiero展
＊20、1993年10月パリのグラン・パレにおける
L'âme au corps展など＊21、この時期には医
学芸術に主眼を置いた展覧会が活発に開催
された。これらの評価が先立って美術館から
開始されたことは重要な意味を持つと考えられ

＊17 William H. Helfand and John Ittmann “The 

Ars Medica Collection at the Philadelphia 

Museum of Art” Ann Intern Med 2000; 133(1) 
pp.76-79.  
＊18 フィラデルフィア美術館（Philadelphia Museum 

Art）の公式ウェブサイトhttp://www.philamuseum.

org/exhibitions/1977/710.html［2016年8月15日
閲覧］
＊19 Jean Clair et al. Wunderblock: Eine 

Geschichte der modernen Seele Vienna: Löcker 
Verlag 1989.
＊20 フィレンツェの科学博物館ムゼオガリレオのサ
イトに詳細な巡回情報が記録されている。http://

www.museogalileo.it/en/explore/exhibitions/

pastexhibitions/millofthought.html［2016年8月
5日閲覧］
＊21 本展はWunderblockの後続展で、両企画はヴェ
ネツィアビエンナーレやピカソ美術館のディレクターも
務めた作家ジャン・クレールによるもの。Jean Clair et 

al. L'âme au corps : arts et sciences, 1793-1993 
Paris: Réunion des Musées Nationaux 1994. 

＊22 Steven Litt “ ‘Anatomica Aesthetica’ 
exhibition at Cleveland Institute of Art mixes 

shock and awe” Cleveland.com Dec. 10 2010. 
h t tp : / /www.c leve land . com/a r t s / i ndex .

ssf/2010/12/anatomica_aesthetica_exhibitio.

html ［2016年8月15日閲覧］; 美術館公式サイトは現在
閲覧できない状態。http://www.cia.edu/anatomica/ 

＊23 Jonathan Harris The New Art History: 

A Critical Introduction London; New York: 
Routledge 2001.

＊24 John A. Walker and Sarah Chaplin Visual 

Culture: An Introduction Manchester; New 
York: Manchester University Press 1997; 生井英
考「視覚文化論の可能性」『立教アメリカンスタディーズ』
2006 no.28 pp.8-20.

＊25 Max Aguilera-Hellweg “Froward” Mütter 

Museum: Historical Medical Photographs ed. 
Laura Lindgren New York: blast Books 2007 

pp.9-11.

図⑫-cフィラデルフィア総合病院での手術写真。（Mutter Museum: Historical Medical Photographs 2007 p.221）

図⑫-bレンブラント『テュルプ博士の解剖学講義
（The Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp）』

図⑪ウィリアム・ウェグマンとのコラボレーション作品「悪い足」。
（William Wegman“Bad Foot”2000.） 提供：Laura Lindgren

図⑫-aエイキンス『グロス・クリニック（The Gross Clinic）』
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売などに見られたように、芸術の娯楽面を活用
していたともいえるが、娯楽性がどのように利
用されていたのかをより深く考察する必要があ
る。これに関連して、本館の広報活動を、死
や災害を観光資源とする「ダークツーリズム（な
いしタナツーリズム）」の観点から考察すること
も有効だろう。また、第三節で論じた医学博
物館の公共性については、アメリカ合衆国にお
ける事例研究が少ない。他の博物館の調査
も視野に入れ、広く把握する必要がある。さら
に、本稿で描ききれなかった点に法制度に関
する議論がある。アメリカでは、ネイティヴアメ
リカンの人骨の返還運動に典型的に見られる
ように、州法によって人体の展示・蒐集が規制
されてきた＊30。この法的な環境の変化が、ム
ター博物館における人体の展示倫理規定に
も強く影響してきたと想定されるが、法制史と
博物館の方針との連動を具体的に考察しなく
てはならない。
　将来の議論に向けてこれらの課題を覚書き
し、稿を括りたい。
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（Marc Miccozi）、広報のディック・レヴィンソ
ン（Dick Levinson）、学芸員ウーデンへのイ
ンタビュー記事にはこう記されている。
彼ら新しいチームのビジョンは、フィラデルフィ
ア医師協会を近代医療の情報源として宣
伝することでもあるが、〔同時にそれは、〕ム
ターが恐怖の館としての軽薄な文化の地位
を獲得することで、公的なイメージを変化さ
せることでもあるのだ
The vision of the new crew is to 

promote the College of Physicians 

as a source of modern healthcare 

information, and to change a public 

profile which they feel has been 

gained by the Mutter's pop-cult 

status as a hall of horrors.＊29

本記事は、ムター博物館のこうした両義的な
社会的地位を強調している。記事の中で、記
者は、こうした人体や異形の展示における倫
理をどのように捉えるのか、あるいは、それが経
営上、商業的な意味で行なわれていることをい
かに正当化できるのかということを彼らに突き
つける。しかし、それに対してチームは、「基本
姿勢として、医学としての正統な知識を大衆に
公開・普及しなくてはいけない」と理念を語るの
みで、あまり議論が成立していないように見え
る。悪く言えば、医学的な根拠にもとづく正当
化の語りが繰り返されているのみなのである。

8. 結論と課題
　最後にここまでの議論を総括し、考察を加え
ることでまとめに代えたい。本稿では、全米初
の医学博物館、ムター博物館における1970

年代からの運営改革を事例に、医学の芸術
化、及び、博物館における身体の展示倫理の
問題について考察した。1853年、アメリカ合
衆国ペンシルヴァニア州フィラデルフィアに創設
されたムター博物館は、母体となるフィラデル
フィア医師協会に参加する医師たちが共同所
有する医学コレクションに由来し、開館以来、
全米有数の正統な医学博物館として発展し
てきた。その過程では、来館者動員に重きを
おく経営的・政治的な要請が内外から起こり、
1976年前後からは運営改革が次 と々行われ
た。改革事業の立役者は学芸員グレッチェン・
ウーデンであった。1976年のアメリカ合衆国
建国二百年祭に際して、フィラデルフィア市が
観光重点化したことを機に、ムター博物館もま
た観光施設へと舵をとった。改革の結果、高
度に専門的な医学博物館が大衆向けの好奇
の対象としてパッケージし直され、急速に動員
数を伸ばした。つまり、観光施設としての成功
を収めるに至った。
　改革のなかでは、様々な方法で、医学資料
が美的な鑑賞物として演出されていた。これ
は「一般のアメリカ人」を対象の医療教育を行
うという、改革時に掲げられた博物館のミッショ
ンに適い、数値の面では優秀な成果を上げた
と言えよう。だがそのことは同時に、正統な医
学博物館としての評価に抵触するようにも思え
る、「医学的異形」「ホラーな博物館」といった
類の語りや、展示倫理への批判を生み出すこ
とにもなった。
　この議論からは、現代の博物館に関してど
のような教訓を学べるだろうか。一般層への
教育普及、および動員という市場原理に後押
しされた博物館の転身は、博物館においてモ
ノに与える「科学・医学的専門性」「医学の芸
術性」という語りが、人体の見世物化を成立さ
せていたとも取れる。ややもすると無制限な
遺体の公開については倫理面で批判が起こ
ることが常である。だがそれに対して、「科学
的な真正さ・意義」および「芸術性」が方便と
して用いられる虞があるのではないか。このと
き、ミュージアムの意味は、運営側の意図のみ
ならず多様な社会的要因によって構成されて
いる。例えば、公共空間としてのミュージアム
の理念や、新自由主義的な規範に従った来館
者（数）重視の運営があった。加えて、質の高
いコレクションが「学問」および「芸術」の真正
性を具えていたこともまた、逆説的に、見世物
化の無制限な進行を促していたのである。

　本稿では、芸術による語りを中心に考察を進
めたが、残された課題として以下の点を深める
余地があると考えている。本事案は、グッズ販

や広報の見直しが行われた。極めて経営
学的なこの改革は成功し、来館者動員数は
急増した＊26。公式資料にも断続的にしか記
録されていないため完全な記録ではないもの
の、帳簿、年次報告、事業計画書など多岐に
渡る資料を用いた独自調査により、断片的にだ
が年間来館者数の推移を割り出したものを［図

⑭］に示した＊27。来館者数は1993年を境に
急増している。最も古い記録の1959年にお
ける年間1800名程度から、緩やかに増加し、
1970年代には3000～4000名、1980年代
には4000～5000名程度になっている。その
後、1992年から1993年にかけて一気に倍増
していて、報告書によれば、広告を兼ねた土産
物のカレンダー販売の大成功に拠るものであ
る＊28。先のヘルヴィグやウェグマンなどの芸術
家が数多く参加した、医学の芸術化を代表す
る事業である。1997年には来館者が24000

人を突破し、その後増加の一途をたどる。最
新の記録では2010年に12万人を動員し、ム
ター博物館は益々の発展を続けている。

7. 「恐怖の館」という評判　
　二度目の大改革から現在に至るまで、ム
ター博物館は経営上の成功を収めた。しか
し一方で、大衆化の過程は、好奇の対象とし
て医学資料が消費されるという副産物を生む
ことにもなった。それは経営的な成功と並行
して、公にイメージされるようになった「医学的
異形 medical oddity」「恐怖の館 hall of 

horrors」という評価に顕著に現れていよう。
　1996年、この改革に参加したチームの
責任者たち──当時の館長マーク・ミコージ

＊26 CPP “Governance Handbook, 1993-1995” 
College of Physicians of Philadelphia Executive 

Director Records Box 44-Folder 4.
＊27 CPP “Annual Report of the Mütter 

Museum and College Collections” Transactions 

and Studies of the College of Physicians of 

Philadelphia (1959-2002); CPP “Subseries B. 

Visitor Records, 1887-1985” Collection of 

Mütter Museum Records Box 18-Folder 1～
6; Box 19-Folder 1～6 Box 20-Folder 1～9; CPP 
“Museum Admissions Statistics, 1997-1998” 
College of Physicians of Philadelphia Executive 

Director Records Box 47-Folder 3.
＊28 CPP “Mutter Museum Calendar 1997” 
College of Physicians of Philadelphia Executive 

Director Records Box 49-Folder 13.
＊29 Margit Detweiler “Not with My Mütter, 

You Don't” Philadelphia City Paper July 19/25 
1996

＊30 国際博物館会議（ICOM）は、登録博物館が遵守すべ
き人体に関する倫理コードを、1986年に設定し、その後何
度か改定してきた。ネイティヴたちの返還運動について、
「人間の尊厳（human dignity）」という曖昧な相対概
念・用語を用いて記述してしまったために、様々な議論を呼
んできた。Mara Gladstone and Janet Catherine 

Berlo “Body in the (White) Box” Routledge 

Companion to Museum Ethics  ed. Janet 
Marstine London: Routledge 2011 pp.353-78; ま
た、とくにアメリカ合衆国に関しては、ICOM規定とは別
に、州法による遺体の展示に関する規制が段階的に強まっ
てきた。それには、1990年代後半から、「人体の不思議
展」として知られるBody Worldsに人身売買などの嫌疑
がかけられ、大きな議論を呼んだことがきっかけとなってい
る。この事件に関する報告書の中で、アメリカ合衆国州法
についての概略がまとめられている。Laogai Research 

Foundation “Bodies on Display: The Risks in 

Trading in Human Remains from China” 
http://www.laogai.org/sites/default/files/report/

Bodies_On_Display_Final.pdf  [2016年8月5日閲覧]

図⑬-aドミニク・アングル『ヴァルパンソンの浴女
（La Baigneuse Valpinçon）』

図⑬-b『じんましん[皮膚描記症]（Urticaria[Dermographia]）』

Mutter Museum: Historical Medical Photographs 2007 p.164） 提供：Laura Lindgren

図⑭脚注27に記した協会図書館蔵の公式史料より算出。抜け落ちている箇所は史料不在のため。


